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（事業主の皆様へ）社会保険手続きは電子申請でカンタンに！…２ 年金ポスターコンクール作品募集…３
令和３年度被扶養者資格再確認を行います…４
協会けんぽの申請は郵送で‼…５

時間外受診は割増料金がかかります…５

パークゴルフ大会を開催します…６

健康管理講座の募集…６

花ことば：しとやか・上品
バラ／ジュビレデュ・プリンセスドゥモナコ
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ᅜᗣಖ㝤༠࣮࣒࣮࣍࣌ࢪЍhttps://www.kyoukaikenpo.or.jp/

日本年金機構からのお知らせ

হभऔऽष

社会保険手続きは

電子申請でカンタンに
電子申請とは、申請･届出を紙やCD･DVDではなく、
インターネットを利用して行うことです。

なお、2020年４月から特定の事業所について、電子申請の義務化が始まっています。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
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ःठय॒ଫःآ

ਗ਼ணடभওজॵॺमء
２４時間365日いつでもどこでも申請可能です。
郵送費などのコスト削減も期待できます。
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GビズIDを使うと手数料なしで
電子申請を始めることができます。

ڰعگଫऎඍऌऽघ؛
छऱਗ਼ணட॑ओਹ৷ऎटऔःآ

ਗ਼ணடभृॉ্ऋॎऊॉऽच॒
日本年金機構ホームページに
利用手順を掲載しています。
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社会保険あきた／３年8･9月／2
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第 1 回 秋田県

年金ポスターコンクール

作 品 募 集
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応募締切

令和４年１月24日（月）
応募作品
公的年金制度をテーマにしたポスター（未発表のものに
限る）で、「年金」の文字を必ず入れてください。
年金が世代を超えて、より身近で親しみやすい制度であ
ることを表現するなど、公的年金制度をイメージした作
品を募集します。
規格：Ｂ3サイズ（51.5×36.4㎝）または画用紙四つ切
サイズ（54.0×38.1㎝）
作品裏面に、「学校名」「学年」「氏名（フリガナ）」
を記入してください。
提出する際は学校毎とし、担当者（顧問）の氏名・連絡
先を記入したものをあわせて提出してください。
応募資格
秋田県内の中学生
賞
最優秀賞、優秀賞、特別賞（東北厚生局長賞）、入選
賞状の授与並びに記念品を贈呈します。

提出先・お問合せ先
日本年金機構秋田年金事務所 総務調整課
〒010-8565 秋田市保戸野鉄砲町5−20
℡ 018-865-2392（自動音声案内5を押下）
発 表
令和4年3月中を予定。
応募作品の著作権は主催者に帰属します。
応募者の作品、学校名、学年、氏名を広報や作品集、日本
年金機構が発行する刊行物への掲載等を行います。
主

催

秋田県内年金事務所（秋田･鷹巣・大曲・本荘）

後

援

厚生労働省東北厚生局、秋田県教育委員会
秋田魁新報社、ＮＨＫ秋田放送局
ＡＢＳ秋田放送、ＡＫＴ秋田テレビ
ＡＡＢ秋田朝日放送、秋田県社会保険労務士会
一般財団法人秋田県社会保険協会
全国国民年金基金秋田支部

社会保険あきた／３年8･9月／3

全国健康保険協会からのお知らせ
協 会 け ん ぽ
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社会保険あきた／３年8･9月／5

秋田県社会保険協会からのお知らせ

の
支部から
せ
お知ら

主催／社 会 保 険 協 会 本 荘 支 部

共催／本荘地区社会保険委員会

レクリエーション
パークゴルフ大会を開催

秋田県社会保険協会本荘支部では、本年度の健康づくり事業の一環として本荘地区社会保険委
員会との共催のもと、次のとおりレクリエーションパークゴルフ大会を開催します。
・社会保険協会本荘支部の会員事業所の皆様には、参加申込案内を同封しております。
・他支部の会員事業所からの参加も歓迎いたしますのでご連絡ください。
●日

時 令和３年10月２日（土）受付開始12時30分

●会

場 八塩パークゴルフ場（由利本荘市東由利田代字沢中41-6）

●申込方法 同封の大会参加申込書により、令和３年９月17日（金）までにFAXまたは郵
送で、一般財団法人秋田県社会保険協会あてお申込み願います。
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては中止となる場合もあります。

健康管理講座の募集

無料

あなたの職場に
お伺いします

被保険者や被扶養者の方々の健康づくりをサポートするため、
健康づくりに関する講習会を実施しています。
都合の良い日時に、ご希望の講師が職場又はご用意された会
場へお伺いしますので、職場研修等にご利用ください。

講座の主な実施内容（１時間程度）
『油断大敵！
内臓脂肪』

メタボリックシンドローム
喫煙・メンタルヘルス

『バランスよく
食べよう』

食生活による疾病予防
食事と健康

『自分を知ろう
健康チェック』

肩こり・腰痛の予防改善
リフレッシュ体操

※コロナウイルス感染予防のため、検温・マスク着用・スプレー除菌等の対策を取らせていただきます。ご理解ご協力賜りますよう
よろしくお願いいたします。なお、感染拡大の状況によっては、実施決定後においても中止させていただく場合がございます。

お問い合わせ・申し込みは 一般財団法人 秋田県社会保険協会

社会保険あきた／３年8･9月／6

018-831-6205 FAX 018-832-3681

マイナンバーカードの健康保険証利用について

Ｑ 令和3年10月からマイナンバーカードを健康保険証とし
て利用できるようになると聞きました。どのようなメリ
ットがありますか？
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帯状疱疹をご存じですか？

なんとなくお腹の皮膚がピリピリしていて気になる。よく見たら赤い湿疹みたなものが出ていた…とい
う経験はありませんか？その湿疹もしかしたら『帯状疱疹（秋田弁ではつづらご）』かもしれません。
「そのうち治るだろう」と放置せずかかりつけ医に受診しましょう。

帯状疱疹の原因

→

水ぼうそうと同じウイルス

日本人の成人のおよそ9割の方がウイルスを持っており、50歳以上で増加し、80歳までに日本人の約３人
に１人が発症するといわれています。
発症率は年々増加しており、1997年〜2017年までの２１年間で60歳以上の年齢層では約1.5倍に増加し
ています。

帯状疱疹になるしくみ
はじめて感染したときは水ぼうそうとして発症

潜伏感染

治った後もウイルスは長い間体内に潜んでおり、普段は
免疫力により活動が抑えられる

免疫力低下

加齢やストレスなどで免疫力が低下するとウイルスが暴
れだす

帯状疱疹
治療は早めに！
疑わしきは受診を！

休日・夜間の年金相談窓口をご利用ください
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保険料の納期内納入にご協力ください
一般財団法人 秋田県社会保険協会

௧㸱ᖺ㸶࣭㸷᭶ྕ

年金についての相談やお問合せ先
★ねんきん定期便・ねんきんネットに関するお問い合せ
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令和３年10月
日
月
火

Q：予防策はありますか？
A：予防注射があります。
まずは、かかりつけ医に相
談をしましょう。

ṸʙởზửẨẼỮểểỦ
Ṹ၅ủẺỤ˞ऒẴỦ
Ṹᢘࡇễᢃѣử࣎ầẬỦ

帯状疱疹の予防法
免疫を低下させない健康管理を！

令和３年９月
日
月
火

Q：再発することはありま
すか？
A：免疫はつきますが数％
の方は再発する可能性があ
ります。

★ねんきんダイヤル（一般的な年金相談）
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月末には社会保険料振替口座の残高確認を
お願いします。
㈨ࠉᩱ
ᥦࠉ౪

⛅⏣࣭㮚ᕢ࣭᭤࣭ᮏⲮࠉᖺ㔠ົᡤ
ᅜᗣಖ㝤༠⛅⏣ᨭ㒊

▲

ウイルスは、神経に沿って移動、皮膚に到達し発症
症状：個人差がある。皮膚に神経痛のような痛みが起こ
る。皮膚の違和感・かゆみ・しびれ・ピリピリ・ズキズ
キ・チクチク・針で刺されたような痛みなど様々。その
後、水ぶくれを伴う赤い発疹が帯状に現れ、徐々も痛み
が強くなる。
部位：体の左右のどちらかにみられる。主に上半身：腕
・胸・背中・顔・首など
期間：3〜4週間ほど続く
※合併症にも注意！頭痛・発熱・視力低下・失明・難聴
・耳鳴り・めまいなど

Q：他の人にうつるの？
A：帯状疱疹としてはうつ
りません。免疫を保有して
いない人は感染する可能性
があり、水ぼうそうとして
発症します。

︱ 職場内で回覧しましょう ︱

水ぼうそう（水痘）

